■油絵クラブ
■さわやかダンスサークル
■エアロ・マミー
静物画。市内在住の成人。第
社交ダンス。多少踊れる成人
エアロビクス。女性（子連れ
１〜第３木曜日、午後１時30
可）。原則月３回水曜日と月２ （女性歓迎）。木曜日、午後７時
分〜５時。霞ケ関北公民館。月
回木曜日、午前10時〜11時。 30分〜９時30分。さわやか活
3,000円。連絡先…打越久
動館。入会金1,000円、月
中央公民館ほか。入会金500
子・℡232−6133
2,500円。連絡先…東けい
円、月４回2,000円。連絡先
■睦会絵画教室
じ・℡225−3760
…伊藤映子・℡226−5737
水彩画・日本画入門。成人
■南ダンスクラブ
■パルダンスサークル
社交ダンス。成人。火曜日、 （初心者歓迎）。月２回水曜日、
ヒップホップなど。20歳〜
60歳。初心者歓迎。①火曜日、 午後７時30分〜９時。南公民館。 午後１時〜４時30分。市立美
術館。入会金1,000円、月
入会金2,000円、月2,500円。連
午後３時〜４時②金曜日、午前
3,000円。連絡先…矢崎剛・
絡先…石井昭平・℡222−3355
９時30分〜11時。北公民館ほ
℡243ー6768（午後７時以降）
■福原ダンス愛好会
か。入会金1,000円、月2,500
■山田公民館華道同好会
社交ダンス。高齢者歓迎。金
円。連絡先…鈴木かおり・℡
成人。第１・第３木曜日、午
曜日、午後１時30分〜４時。
223−3642
福原公民館。入会金1,000円、 前９時30分〜11時30分。山
■川越シニアサッカークラブ
田公民館。月2,800円（花代
月1,000円。連絡先…大木秀
40歳以上の経験者、リーグ
含む）。連絡先…新木晴美・℡
夫・℡243−5273
戦あり。土・日曜日、午前７時
226−9155
■川越混声合唱団
〜８時。安比奈親水公園陸上競
■茶道クラブ
モーツァルトのレクイエムほ
技 場 兼 サ ッ カ ー 場 。入会 金
裏千家。第２・第４土曜日、
かと演奏会。水曜日、午後７時
3,000円、月1,500円。連絡
午後１時30分〜４時。山田公
〜９時。クラッセ川越。入会金
先…渡辺保・℡225−4966
民館。入会金1,000円、月
2,000円、月4,000円（高校生
■エイサーかりゆし会
2,000円。連絡先…渥美登志
以下2,000円）。連絡先…宮崎
琉球太鼓。小学生以上の初心
子・℡224−9587
昭良・℡232−4591
者。第１・第２火曜日、午後７
■湖心会
■障泳会
時〜９時30分。福原公民館。入
ペン習字・書道。初心者。ペ
障害児・者のプールやレクリ
会金2,000円、月1,000円。連
ン習字＝木曜日$書道＝土曜
エーションの介助ボランティ
絡先…川上静子・℡245−6382
ア。高校生以上。月１回日曜日、 日、午前９時30分〜11時30
■川越市吹奏楽団
午前９時30分〜午後２時で可能
高校生以上。土曜日、午後５
分。メルト。入会金1,000円、
な時間。オアシスほか。連絡先
時30分〜９時30分。川鶴公民
６か月12,000円。連絡先…大
…大本はるみ・℡231ー5355
館ほか。入会金1,000円、月
島久代・℡231−3725
■手編みクラブ
2,000円。連絡先…蛭田健
■書道同好会
成人（初心者歓迎）。第２・
司・℡247−2489
成人、初心者歓迎。月４回木
第４火曜日、午後１時30分〜３
■高階芙蓉コーラス
曜日、午前10時〜正午。中央
時30分。霞ケ関北公民館。入会
成人。金曜日、午前10時〜
公民館。入会金1,000円、月
金500円、月1,500円。連絡先
正午。高階公民館。入会金
3,000円。連絡先…磯田章
…斉藤るり子・℡231ー4458
500円、月4,000円。連絡先
江・℡222−3824
■編み物クラブ
…白澤佳子・℡246−6837
■清風会
手編み。成人女性。第１・第
■レインボー琴鳩会
書道。成人。第１・第３土曜
３金曜日、午後１時30分〜４
大正琴。初心者歓迎。第１・
日、午前９時30分〜11時30
第３火曜日、午前９時〜正午。 時 。 中 央 公 民 館 。 入 会 金
分。川越福祉センター。月
1,000円、月1,500円。連絡
高階公民館。月1,000円。連絡
2,500円。連絡先…関口久
先…内田芳枝・℡244−3306
先…宮部幸子・℡245ー3546
恵・℡232−6126

11月の囃子実演
日 程
11月 ３日積
11月 ５日隻
11月12日隻
11月19日隻
11月23日積
11月26日隻

囃子連名
砂囃子保存会
住吉囃子連
仙波囃子保存会
榎会囃子連
中台囃子連中
府川囃子連

開始時間…午後１時30分〜$午後
２時30分〜（実演時間＝約20分）
もと まち

＊現在、元町１丁目・川越市の山車
をご覧になれます。
問い合わせ…川越まつり会館・℡
225−2727
広報川越№1137・2006.10.25

■高階書道クラブ
成人。第１・第３・第４土曜
日、午前９時30分〜正午。高階
公民館。入会金1,000円、６か月
11,000円。連絡先…中村麻美・
℡243−6545（午後６時以降）
■学北京語会
中国語会話。土曜日、午前10
時〜午後５時。川鶴公民館。入
会金2,500円、月3,000円。連
絡先…斉藤由美子・℡232−
8204
■クラブ エンジョイ！ イン
グリッシュ
英会話。成人。月２回金曜日、
午後７時15分〜８時45分。中
央公民館。入会金2,000円、
月3,300円。連絡先…福井洋
信・℡090ー5216ー5160
■高階初級英会話クラブ
月２回月曜日、午後５時30
分〜７時。高階公民館。月
2,000円。連絡先…山本元
孝・℡244−4481
■カンガルー英語クラブ
米国人講師と英語で遊ぶ。１
歳６か月以上の未就園児と保護
者。月３回水・金曜日、午前
10時〜正午。南公民館または
クラッセ川越。入会金1,000円、
月3,000円。連絡先…神部直
子・℡090ー8510ー7969
■大東着付クラブ
成人女性。第２・第４金曜日、
午後７時〜９時。大東公民館。
入会金1,000円、月1,000円。
連絡先…小川康子・℡245−
8441（午後７時以降）
■伊勢原山野草愛好会
山野草の寄せ植え作り。月１
回土曜日または日曜日、午前９
時30分〜正午。伊勢原公民館。
入会金100円、月200円。連絡
先…金子鶴男・℡234−5393

身近なパソコン教室： 12 月
川越市シルバー人材センターパソコン教室・℡・FAX241−9503
住所録年賀状
１日昔・ ６日戚
１日2,000円
初級ワード
４日席・ ５日惜
１日1,500円
中級ワード
８日昔
１日2,000円
エクセル（２日コース）
11日席・18日席
２日4,000円
デジタルカメラ（２日コース）
12日惜・19日惜
２日4,000円
上級ワード（２日コース）
13日戚・20日戚
２日4,000円
カレンダーはし袋の作り方
14日斥
１日2,000円
エクセル中級（テキスト後半）
25日席
１日2,000円
練習講座
教室以外の月〜金曜日
１日2,000円
時間…午前10時〜午後３時 会場…小ケ谷老人憩いの家 対象…市内在住の成
人 定員…各先着15人 申し込み…11月22日戚までに電話またはファクスで同
センターパソコン教室（希望日は複数選択可、出張指導・個別指導に応じます）
川越市役所・℡049−224−8811
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ひとまち伝言板
参加してみませんか
■手づくりネクタイとパッチワ
ーク作り
手芸サークル主催。10月31
日惜・11月８日戚、午前９時
30分〜正午。川越福祉センタ
ー。女性。2,500円。申し込み
…石井包子・℡232−3645
■体にやさしい太極拳
さわやか北クラブ主催。陳氏
太極拳小架式入門。11月１日
戚・８日戚、午後２時〜４時。
北公民館。15歳以上。先着20人。
無料。運動着・上ばきを持参し、
当日直接会場。連絡先…谷口節
子・℡224ー8669
■護身術教室
真楊会主催。柔術・体術。11
月４日析・11日析、午前10時〜
正午。川越武道館。高校生以上
（女性・中高年歓迎）。先着20人。
無料。当日直接会場。連絡先…
関根郁夫・℡223−2602
■年賀状作りアドバイス会
木版会KIGOCORO主催。11月
10日昔$12月１日昔、午後２時
〜４時。市立美術館。各先着10
人。無料。申し込み…11月５日
隻・６日席、午前８時〜９時に
電話で服部桃子・℡248−3979
■ＪＡ古谷ダンスパーティー
ＪＡ古谷ダンスクラブ主催。
社交ダンス。11月11日析、午後
６時〜８時45分。農業ふれあい
センター。先着150人。1,000
円。当日直接会場。連絡先…三
上孝平・℡090ー4384ー2262
■組み木づくり教室
山田ふれあい木工クラブ主
催。クリスマス組み木を作る。
11月18日析、①午前９時30
分〜正午②午後１時30分〜５
時。北部地域ふれあいセンター。
小学３年生以上。①＝先着20
人②＝先着25人。材料費200
円〜。当日直接会場。連絡先…
内野智夫・℡222−2235
■日本誕生学協会「いのちってすごい」
川越子育てネットワーク主催。
「いのちの大切さ」を学ぶ親子講
座。11月19日隻、午前10時〜
午後０時30分。西部地域創造セ
ンター。小学１・２年生の親子
と関心のある方。先着40組。無
料。申し込み…10月30日席から
ファクスで川越子育てネットワ
ーク事務局・℡・FAX248−1068
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■ヨーガ健康美体験会
レモンの会主催。女性講師に
よる初心者向けヨーガ。11月
９日斥、午後６時30分〜７時
30分。南公民館。高校生以上
の女性。先着15人。500円。
申し込み…11月1日戚から山
本順子・℡248−1983
■名細第二保育園フリーマーケット
同園フリマ実行委員会主催。
11月18日析、午前10時〜午
後２時。下広谷南公民館ほか。
市内在住。20区画（抽せん）。
１区画1,000円。申し込み…
往復ハガキに住所・氏名・年
齢・電話番号を明記し、11月
４日析（必着）までに〒350−
0804下広谷870−10・佐藤
紀子・℡234−4064
■ホストファミリー募集
東京国際大学国際交流課主
催。主に米国からの留学生を受
け入れ、朝・夕食、１部屋を提
供できる家庭。来年３月10日
析〜６月27日戚。30家庭（１
人１家庭）、１日につき3,000
円補助。申し込み…住所・氏
名・電話番号、ホストファミリ
ー希望と明記し、11月15日戚
までにファクスで同課・℡
232−1111・FAX234ー3824

出かけてみませんか
■不動産取引無料相談会
全日本不動産協会埼玉県本部
川越支部主催。11月１日戚、午
前10時〜午後４時。市役所本庁
舎１階ロビー。当日直接会場。
連絡先…同支部・℡243−3728
■小江戸川越菊まつり
川越菊花会主催。11月１日
戚〜23日積、午前９時〜午後
４時（23日は午後２時まで）。
喜多院境内。入場無料。連絡先
…同会事務局（喜多院内）・℡
222−0859
■川越フィルハーモニー管弦楽
団第17回定期演奏会
同楽団主催。11月18日析、
午後６時30分〜８時30分。や
まぶき会館。先着500人。
1,000円。連絡先…上野仁
志・℡241−5053
■Let'sうたごえ面白音楽会
同会主催。童謡・唱歌・ポピ
ュラーソングなど。11月23日
積・12月10日隻・来年１月20
日析、午後２時〜４時。クラッ
セ川越。各先着100人。各1,200
円。当日直接会場。連絡先…川
口ノリ・℡244−9820
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■第20回川越いもの子作業所
チャリティバザー
同実行委員会主催。11月５
日隻、午前10時〜午後３時。
富士見中学校。バザー用物品を
受け付け。連絡先…第２川越い
もの子作業所・℡224−5045
■文化祭「いきいき祭」
和道文化クラブ主催。天鼓太
鼓・ジャズダンス・チャリティ
ーバザーほか。11月11日析、午
前11時〜午後５時$12日隻、午
前10時〜午後３時。南台自治会
館。無料。当日直接会場。連絡
先…佐藤晴美・℡243−5819
■家事家計講習会
川越友の会主催。衣・食・住、
家計の勉強の発表と展示。11
月17日昔、午前10時30分〜
午後０時30分。クラッセ川越。
成人。先着80人。400円（当
日券500円）。申し込み…電
話・ファクスで石川千枝子・
℡・FAX224−0778
■「精神障害者が地域で暮らし
ていくために」
NPO法人サポートあおい主
催。東日本国際大学助教授・天
野宗和さんによる講演。11月
17日昔、午後２時〜４時30分。
川越福祉センター。先着200人。
無料。当日直接会場。連絡先…
瀬尾英樹・℡225ー6420
■第３回小江戸川越素人ちんど
んフェスティバル
川越新富町商店街振興組合主
催。素人ちんどん10組によるパ
レードなど。11月18日析、午
前11時30分〜午後４時。クレ
アパークほか。連絡先…同組合
事務所・℡225−5846
■お話会ボランティア講座
いろりばなしの会主催。①親
子ワクワクお話会＝11月18日
析、午後１時30分〜２時30分
②大人のためのお話会＝12月
７日斥、午後１時30分〜３時
30分③お話の講演と研修＝来
年２月15日斥、午後１時30分
〜３時30分。クラッセ川越。
①＝小学生と保護者②③＝成
人。①＝先着親子40組②③＝
当日直接会場。各200円（①の
子どもは無料）。①の申し込み
…福永直子・℡247−5284
■第17回むさしの蘭会秋のらん展
同会主催。11月23日積〜25
日析、午前９時〜午後５時（23
日は正午から、25日は午後３時
まで）。メルト。無料。連絡先
…小川芳雄・℡231−1165

川越市役所・℡049−224−8811

仲間になりませんか
■ベビーリーフ
親子遊びなど。未就園児と親。
水曜日、午前10時30分〜11
時30分。クラッセ川越。月
300円。連絡先…稲葉由佳・
℡226−0774
■母と子の教室「ゆーと」
プレ幼稚園。１歳〜４歳児と
親。月３回火または水曜日、午
前10時〜11時30分。高階南
公民館ほか。入会金2,000円、
月3,000円。連絡先…得橋由
美香・℡243ー0329
■日本空手道真和会
金曜日、小学生＝午後６時〜
７時$中学生以上＝午後７時
30分〜９時。メルト。小学
生＝月3,000円$中学生以上＝
月5,000円。連絡先…藤本玲
生・℡070−6630−4156
■川越合気会
合気道。小学生以上。金曜日、
午後６時〜８時。川越武道館。
月2,000円。連絡先…島田五
郎・℡242−5569
■川越市マレットゴルフ連盟
希望の日時に上戸コース・霞
ケ関東コース・今福林間コース
で活動。入会金1,000円、月
500円。連絡先…柴田今朝之
進・℡231ー8163
■霞ケ関太極拳友好会
成人。月４回木曜日、午後７
時30分〜９時。霞ケ関北公民
館。月1,000円。連絡先…渥
美みち・℡234−0825
■ジョイフルパワーヨーガ
成人女性。土曜日、午後１時
45分〜３時30分ほか。ジョイフ
ル。入会金1,000円、月3,000
円。連絡先…中村順子・℡
241−8212（午前９時〜正午）
■ストレッチ体操
成人女性。木曜日、午後２時
〜３時。ジョイフル。入会金
1,000円、月2,000円。連絡先
…染田亜紀子・℡243−2641
■霞ケ関パドルジャークス体操
クラブ
成人。月３回火曜日、午後７
時〜８時30分。霞ケ関公民館。
入会金2,100円、月2,000円。連
絡先…神田久子・℡233−5448
■ナイトフィットネス
エアロビクス。中学生以上の
女性。月曜日、午後７時30分〜
８時45分。ジョイフル。入会金
2,000円、月2,000円。連絡先
…かみ敏恵・℡241−3574
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